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○保健所運営協議会条例 

平成９年３月31日条例第４号 

改正 

平成10年３月30日条例第１号 

平成10年３月30日条例第３号 

保健所運営協議会条例をここに公布する。 

保健所運営協議会条例 

保健所運営協議会条例（昭和29年宮崎県条例第31号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 地域保健法（昭和22年法律第101号）第11条の規定に基づき、保健所運営協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 保健所の所管区域内の地域保健に関する事項 

(２) 保健所の運営に関する事項 

（名称及び位置） 

第３条 協議会の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（組織） 

第４条 協議会は、委員30人以内で組織する。 

（委員） 

第５条 委員は、関係行政機関、医療関係団体等の長又は職員その他適当と認める者のうちから、

知事が任命し、又は委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 
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（議事） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

附 則 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月30日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月30日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。（後略） 

（保健所運営協議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の保健所運営協議会条例第５条第１項の規定

により任命され、又は委嘱されている宮崎保健所運営協議会の委員は、前項の規定による改正後

の保健所運営協議会条例第５条第１項の規定により任命され、又は委嘱された中央保健所運営協

議会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、

平成11年７月31日までとする。 

別表（第３条関係） 

名称 位置 

中央保健所運営協議会 宮崎市中央保健所内 

都城保健所運営協議会 都城市都城保健所内 

延岡保健所運営協議会 延岡市延岡保健所内 
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日南保健所運営協議会 日南市日南保健所内 

小林保健所運営協議会 小林市小林保健所内 

高鍋保健所運営協議会 児湯郡高鍋町高鍋保健所内 

日向保健所運営協議会 日向市日向保健所内 

高千穂保健所運営協議会 西臼杵郡高千穂町高千穂保健所内 
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令和３年度日向保健所運営協議会

資料１

令和３年７月３０日（金）１３：３０～１５：００

日 向 保 健 所 多 目 的 ホ ー ル



新型コロナウイルス感染症について
～日向保健所の対応～

日向保健所 健康づくり課



新型コロナウイルス感染症とは
2019年12月中国湖北省武漢市で発生
これまでに人に感染する「コロナウイルス」は7種類見つかっている。その中の一つが、
2019年12月以降に問題になっている「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」

「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」による感染症が「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）」

2

潜伏期間：１～１４日間（多くは５日程度）
感染可能期間：発症２日前から発症後７～１０日間程度



第２波７月～８月 第３波１１月～２月 第４波４月～５月

R2

3

5 4
21 25

4

Ｒ２ ７月２２日以降の感染者数

宮崎県

日向保健所管内

第２波７月～８月 第３波１１月～２月 第４波４月～５月
3



飲食店
クラスター

高齢者施設
クラスター



感染者の年代別内訳（第３波～第４波） 宮崎県



感染者の年代別内訳（第３波～第４波）日向保健所管内

第３波（38人）
R2.12.7~R3.1.22まで

第４波（143人）
R3.4.7~R3.6.17まで

10歳未満
2%

10代
3%

20代
28%

30代
20%

40代
5%

50代
8%

60代
5%

70代
3%

80代
以上
26%

10歳未満
3%

10代
8%

20代
18%

30代
26%

40代
5%

50代
8%

60代
21%

70代
8%

80代以上
3%
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新型コロナウイルス検査体制の変更

保険適用検査

かかりつけ医

帰国者・接触者
相談センター

診療・検査
医療機関

保険
適用
検査

保
健
所

受診・相談
センター

帰国者・接触者外来
地域外来･検査

センター等

行
政
検
査

R2.10月末まで

R2.11月～現在 かかりつけ医 保健所は

医療機関からの発生届を受け、
・陽性者の対応
・濃厚接触者の健康観察と検査
・地域に蔓延した際の疫学調査等

を実施。



現在の状況
相談・検査状況 相談件数 検査状況

日付 合計 一般相談 受診・相談センター 合計
陽性

陰性日向
（再掲）

令和2年2月5日
～令和3年7月27日 93,865 29,102 64,763 45,586 2,308 179 43,278

令和3年7月28日 150 69 81 73 7     ０ 66

累計 94,015 29,171 64,844 45,659 2,315 179 43,344
884

2 2 5 3 7 28日
陽性者数（令和3年7月28日現在）

全国 879,359

宮崎県 3,206 

日向保健所管内 210

７月２８日集計 （単位：件）



L452R

N501Y

県内の変異株疑い検出件数
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新型コロナウイルス感染症発生時保健所の対応

感染者発生確認

積極的疫学調査（法15条）

医療機関

発生届（法１２条）

患者、関係者等に質問、必要な調査を行う

患者対応 濃厚接触者の把握・対応

保健所

入院・療養施設等の調整
患者移送（法第２１条）
就業制限（法第１８条）
応急入院・入院勧告・入院措置（法第１９条）
感染症診査協議会での入院の必要性の診査（法
第２４条）
自宅療養者の健康管理

健康診断勧告・健康診断措置（法第１７条）
感染源の可能性のある者、接触者への健康診断
（検体採取検査の実施）

行動自粛の協力要請
健康観察

入院勧告に関する適切な説明と理解を得る努力
入院勧告をする理由等を明示した書面を交付
意見を述べる機会の付与

迅速な濃厚接触者の把握、適切な説明と行動自粛
等への理解を得る努力

11



新型コロナウイルス感染症
・入院勧告・措置の対象

→上記に該当しない場合は宿泊療養・自宅療養となる。
出典：「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第5.1版」（令和3年7月5日第5.1版発行）

患者対応

12



医療提供体制（R3.7.16現在）
（入院病床・宿泊施設）

●入院病床

●宿泊療養施設

３０７床
（うち日向・東臼杵郡医療圏域１８床）

３００室→４５０室（県北：ビジネスホテルフクハラ）

患者対応

●自宅療養

保健所で健康観察を行う
13



退院基準
●有症者の場合 ※人工呼吸器等による治療を行わなかった場合

患者対応

14



●無症状病原体保有者の場合

患者対応

15

退院基準



新型コロナウイルス感染症

根拠法令 法第18条、施行規則第11条

対象 全患者（無症状病原体保有者を含む）

対象職種
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に

飲食物に直接接触する業務及び接客業
その他の多数の者に接触する業務

諮問機関
感染症診査協議会（委員5人で開催）

※意見を聴くいとまがないときは、事後報告

解除基準 退院基準と同様

患者対応

16

就業制限



積極的疫学調査（感染症法第15条）
目的

発生した集団感染の全体像や病気の特徴等を調べることで、
今後の感染拡大防止対策に用いる。

※ 可能な範囲で遡り調査、濃厚接触者の把握と適切な管理
（囲い込み）
クラスター（集団）の早期発見・早期対応
住民の行動変容

濃厚接触者の把握・対応

17



感染者発生確認

積極的疫学調査（法15条）

医療機関

発生届（法１２条）

患者、関係者等に質問、必要な調査を行う

患者

濃厚接触者

保健所

調査① 本人情報（基本情報・臨床情報）
患者の状態に配慮しながら、必要な情報を絞って聞き取る

調査② 発症前２日前からの行動調査
症状の推移、接触者の有無、接触の程度、濃厚接触者を特定（リストアップ）

調査③ 発症14日前から診断されるまでの行動調査
推定される感染源（誰か）、感染経路（どこで）、感染危険因子（３密）への曝露の有無、

クラスター探し

健康診断勧告・健康診断措置（法第１７条）
感染源の可能性のある者、接触者への健康診断（検体採取検査の実施）

行動自粛の協力要請
健康観察（接触後１４日間）

18

※原則入院または施設療養



濃厚接触者とは
「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ）の

感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者

• 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等
を含む）があった者

• 適切な感染防護具なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介
護していた者

• 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触
れた可能性が高い者

• その他、手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）で、必
要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と１５分以上の接触が
あった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性
を総合的に判断する。

※感染可能期間：発症前２日前（無症状病原体保有者は検体採取日の２日前）

19



濃厚接触者となったら？
すべての濃厚接触者がＰＣＲ検査対象

（保健所が実施する。クラスター等が発生した際,
早期探知検査を行う際は、数百件の検査が必要と
なることも）

陰性だった場合も１４日間は健康観察が必要
（発熱、呼吸器症状、倦怠感の有無）

健康観察期間中は、自宅待機など周囲への感染伝播
のリスクを低減させる対策をとり、健康観察
健康観察中は保健所と連絡をとりあい、
症状出現時は、保健所へ連絡

20







濃厚接触者となったら？
すべての濃厚接触者がＰＣＲ検査対象

（保健所が実施。）
クラスター等発生や、早期探知検査を行う際は、
数百件の検査が必要となることもあり。
陰性だった場合も１４日間は健康観察が必要
（発熱、呼吸器症状、倦怠感の有無）
健康観察期間中は、自宅待機など周囲への感染伝播
のリスクを低減させる対策をとり、健康観察
健康観察中は保健所と連絡をとりあい、
症状出現時は、保健所へ連絡

23



宮崎県のワクチン接種スケジュール

副反応相談センター
ワクチン接種に関する

専門的相談窓口
0985-26-4609

（知ろうワクチン）
24時間対応



日向保健所の取り組みの実際
新型コロナウイルス感染症対応に係る
高齢者施設管理者・職員向け研修開催

宮崎県長寿介護課・日向保健所合同実施

令和３年７月６日（火）１回目 １０：３０～１２：００ １６名
２回目 １３：３０～１５：００ ２０名

講話１ 高齢者施設でのクラスター原因と対策
２ 高齢者施設における新型コロナウイルス

感染症

個人防護具着脱指導及び２人１組での着脱演習
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令和３年度日向保健所運営協議会

資料２

令和３年７月３０日（金）１３：３０～１５：００

日 向 保 健 所 多 目 的 ホ ー ル



糖尿病対策と健康経営
について

令和３年７月３０日（金）

日向保健所運営協議会

健康づくり課 健康管理担当 1



【はじめに】なぜ糖尿病対策？

2

全国の糖尿病人口は予備軍を含めると２，０００万人
で年々増加、原因は「人口の高齢化」＋「生活習慣」

ストレス運動不足

食べ過ぎ
とくに動物性
脂肪のとり過ぎ

飲み過ぎ

体質的に糖尿病になりやすい人ほど、このような生活習慣の
影響が強く現れ、血糖値がより高くなります



全国

3出典：平成28年国民健康・栄養調査結果

宮崎県民の生活習慣病の原因となる行動の全国比

県目標
350ｇ

県目標
男性9ｇ

女性7.5g

県目標
男性9000歩
女性8500歩

県目標
男性20%
女性2.7%

（％）



25.1
24.8 24.8 24.6 24.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

高知県 福島県 宮崎県 宮城県 青森県

23.9 23.8 23.8
23.4 23.3

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

福島県 宮崎県 沖縄県 山形県 岡山県

出典：平成28年国民健康・栄養調査結果

男 性
（20～69歳）

女 性
（40～69歳）

第３位 第２位

ＢＭＩ 22（標準）、ＢＭＩ 25以上（肥満）
4

宮崎県民のＢＭＩの平均値の全国比較



糖尿病対策をしないとどうなる？

5

自覚症状がないため、放置される場合が多く、重症化
すると合併症を引き起こし、より多くの医療費がかかる

糖尿病性腎症 → 慢性腎臓病（ＣＫＤ） →
人工透析導入となり、更に医療費増大へ

高血糖によって引き起こされる三つの病気「三大合併症」

神経障害腎症網膜症



6

順位 都道府県 人口１００万あたり患者数

１位 徳島県 ３，９０５

２位 熊本県 ３，７５０

３位 高知県 ３，７２６

４位 宮崎県 ３，７２６

５位 大分県 ３，５９７

全国 ２，７３２

出典：（社）日本透析医学会 統計調査委員会「わが国の慢性透析療法の現状」

慢性透析患者数（令和元年12月31日現在）

1人あたり

年間医療費
約400~600万



7宮崎県健康増進課調べ
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三次予防：合併症重症化予防

二次予防：糖尿病重症化予防

一次予防：糖尿病発症予防

取組による
全体数減少を

目指す

○糖尿病有病者の増加抑制（減少）

○治療継続者の増加
未治療者（治療中断者）の減少

○血糖コントロール不良者の減少

○糖尿病性腎症の年間新規透析
導入患者数の減少

○合併症によるQOLの低下・生命
予後の改善

8

宮崎県糖尿病発症予防糖尿病性腎症重症化予防指針の目標

透析導入率
抑制

医療費削減

【目的】 一次予防～三次予防に関係機関が連携して取り組む
対象者の生活習慣の改善や医療機関の受診に繋げる

健康寿命の延伸

8



日向入郷地域糖尿病対策推進協議会（R2.10～）

9

【目的】 医療、地域保健及び職域保健の連携を強化し、日向入郷地域
における糖尿病発症及び糖尿病性腎症の重症化予防を推進する

【構成団体】医師会、宮崎県慢性腎臓病対策推進会議、宮崎県糖尿病対
策推進会議、旭化成株式会社延岡支社、歯科医師会、薬剤師会、
栄養士会、管内市町村

【令和２年度から３カ年の取組】
(1) 専門医－かかりつけ医－市町村の連携強化
(2) 糖尿病連携手帳、生活習慣病重症化予防連絡表の積極的な活用に

向けての周知及び活用ルールの策定
(3) 特定健診受診率向上及び糖尿病未治療者への受診勧奨の取組強化

【日向入郷地域・職域連携推進協議会との連動】
一次予防として、特定健診・保健指導実施率の向上、健康づくりに

関する啓発、情報提供、健康教育、保健指導等の体制整備を推進する

糖尿病有病者の増加抑制・減少
未治療・治療中断者の減少（治療継続者の増加）
年間新規透析導入患者の減少

【目 標】
○健康寿命の延伸
○医療費適正化 9



10

歯科、眼科等の
定期的な受診

毎月の定期受診

保健・栄養指導
と受診勧奨

介護支援における
主治医との情報共有

医療チームによる
教育・合併症の評
価・治療方針の決定

かかりつけ薬剤師

患者さん病院

診察には必ず
「糖尿病連携手帳」を持参

服薬状況の管理・把握

糖尿病連携手帳を活用した連携を強化

ケアマネージャー

市町村（保健師・管理栄養士）

かかりつけ医

かかりつけ歯科・眼科医



市町村

本人

医療機関

本人

特定健診受診者で、
高値の方へ交付

受診結果を
記入して返却

各市町村生活習慣病重症化予防連絡票の活用促進

11



令和元年度
医療従事者等を対象とした
糖尿病対策研修会を開催
（75名参加）

令和２年度
医療従事者等向けに手帳
活用の普及チラシを作成
・周知するとともに手帳
活用等に関するアンケー
トを実施（91名回答）

日向入郷地域における糖尿病対策の取組

12



令和３年3月
特定健診受診率向上を目的
に、宮崎県保険者協議会発
行の健診受診勧奨ポスター
を配布

○管内薬局、歯科医院、
スーパー、パチンコ店、
スポーツジム等

計 215ヶ所に掲示

13



１ 糖尿病連携手帳活用の周知・啓発
✓支援者の資質向上及び手帳活用促進を目的に研修会の開催

を継続
✓支援者が統一した認識で手帳を活用できるよう、

使い方ルールをまとめた媒体を作成、周知
✓患者・利用者へのチラシやポスター等様々な

場での活用周知

２ 地域職域連携推進協議会、歯科保健推進協議会との
連動による一次予防

✓食からの健康づくり（ベジ活・へらしお）の継続的な取組
✓歯周病対策による糖尿病予防・重症化予防の取組
✓働く世代の健康づくり対策：事業所における健康経営の促進

今年度の取組

特に糖尿病連携手帳活用促進の強化に取り組む

14



＜宮崎県民の健康課題＞

○ＢＭＩの平均値が高い（肥満者の割合が高い）
○１日平均歩数が少ない

＜働く世代の背景＞

○仕事や子育て等に忙しく、家族に意識が向くため、
自身の健康づくりが後回しになりがちである。
○将来、退職すれば、国民健康保険受給者となり、
医療費高額者であれば、市町村の負担となる。

働く世代の健康づくりを推進するために

そこで効果的な手法が 健康経営

働く世代の健康を守るためには、職場の環境整備を行い
従業員の健康につながる取組を進めることが必要

15
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16



[宮崎県健康長寿社会づくり推進会議とは]

市町村、団体、企業等の様々な主体と連携を図りながら、「健康づくり」及び「いきがい
づくり」に取り組み、だれもがいつまでも健康で、いきがいをもって暮らすことができる
「健康長寿社会づくり」を全県的に推進するため、県が知事を会長として設置

宮崎県健康経営サポート企業

登録企業 12社
（令和３年６月時点）

＜目的＞

宮崎県健康長寿社会づくり推進会議と連携し、健康経営の普及
啓発に積極的に取り組む企業及び団体を登録し、県内企業への
健康経営の普及を図ることで「健康長寿社会」の実現に資する。

＜対象企業＞

県内に主たる事業所又は支店等を有すること

＜取組内容＞

県内の企業・団体に対して、次の取組を行う。

(1) 健康経営の啓発
(2) 健(検)診受診率向上のための支援
(3) 健(検)診結果の活用など生活習慣改善のための支援
(4) 働き方改革を通じたワーク・ライフ・バランス推進のための支援
(5) その他健康経営実践のための支援

17



保健所職員が講師で具体的な取組
事例を紹介しながら、健康経営の
進め方について講話を行いました

各所属での取組に
活かしていただける
よう、県作成DVDの
10分体操の演習も
行いました

各所属での普及啓発に活用
いただけるよう、リーフレッ
トやグッズを配布しました

今年度も事業所を対象に実施予定
日時：令和３年８月３１日（火）14:00～15:30
場所：日向保健所多目的ホール
内容：かい整形外科健康運動指導士伊豆先生の

講演・演習
職場でできる簡単な運動（腰痛・肩こり予防含む）

日向保健所の取組１ 【 従業員の健康づくり研修会の開催 】

18

令和３年3月5日実施
保健所職員による
講話・演習



日向保健所の取組２ 【 事業所健診へらしおコーナー設置 】

０

主に健康づくり協会が行う事業所健
診来所者が、待合時に目に入るよう
へらしお情報、料理の食塩相当量
・ｴﾈﾙｷﾞｰ表示とともに、へらしお・
ベジ活リーフレットを設置

19



日向保健所の取組３ 【 自然と健康になれる環境づくり例 】

自動販売機業者に交渉して、売り上げ・
配置条件のすりあわせを行い、許可を
得て配置の変更、無糖・微糖の飲み物
の推奨掲示。モデル例として健康経営
の手法として普及していく

20



これからも、地域の健康づくりに力をお貸しください

目指せ！ 健康長寿 日本一



令和３年度日向保健所運営協議会

資料３

令和３年７月３０日（金）１３：３０～１５：００

日 向 保 健 所 多 目 的 ホ ー ル



改正食品衛生法の

施行について

令和３年７月３０日（金）

日向保健所 衛生環境課 衛生担当



１ 背景

① 少子高齢化

② 共働き世帯の増加

食を取り巻く環境の変化

外食、中食の需要増加

輸入食品の増加

・食品の広域流通による、食中毒発生時の影響の懸念

・食中毒事件数、患者数の下げ止まり

食品衛生法の改正



２ 法改正の目的

食品の安全性の強化！

１ 広域的な食中毒への対策の強化

２ HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化
３ 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

４ 食品リコール情報の報告制度の創立



３ HACCPとは

H A C C P

Hazard Analysis Critical Control Point
危害 分析 重要 管理 点
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３ HACCPとは



４ 営業者の対応

H A C C Pに沿った衛生管理

HACCPに基づく
衛生管理
（HACCPそのもの）

HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理

（簡略化HACCP)



簡略化HACCP

４ 営業者の対応

１
衛生管理計画の作成

３
実施状況の記録

４
衛生管理計画の見直し

２
計画に基づく実施



５ 保健所の対応

HACCP普及への取り組み

① 講習会の開催

② 施設巡回による実地説明

相談

助言



ま と め



令和３年度日向保健所運営協議会

資料４

令和３年７月３０日（金）１３：３０～１５：００

日 向 保 健 所 多 目 的 ホ ー ル



改正大気汚染防止法
（アスベスト関連）の

施行について

令和３年７月３０日（金）
日向保健所 衛生環境課 環境対策担当

アモサイト（茶石綿）



石綿（アスベスト）とは

石綿（アスベスト）は、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた
天然の鉱物であり、安価で加工しやすいことから、多くが建築
材料に使用されてきました。

吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こす
ため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に
使用されたものの多くは建築物等に残存しています。

昭和３０年頃
昭和５０年
昭和５５年
昭和６２年１１月
平成 ７年 １月

４月
平成１６年１０月

平成１７年 ６月
７月

平成２４年 ４月

建材としての使用が一般化
石綿を５％を超えて含有する吹付作業の原則禁止
石綿含有吹付けロックウールの使用終了
建築物耐火構造規定から吹付石綿を除外
〈阪神・淡路大震災〉
石綿を１％を超えて含有する吹付作業の原則禁止
石綿を１％を超えてがん数柚須主な建材、摩擦材及び接着剤
の新たな製造等の禁止
〈石綿製造工場周辺での石綿由来疾病発生事案〉
石綿を１％を超えて含有する吹付作業の全面禁止
石綿を０．１％を超えて含有するすべての物の製造・ 輸入・
譲渡・提供・新たな使用の全面禁止

アスベストの使用と規制



改正概要（R3.4月1日施行 一部規定を除く）
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全
ての石綿含有建築材への規制対象の拡大、都道府県等への事前
調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接
罰の創設等、対策を一層強化する。

規制対象建材を拡大

事前調査の信頼性の確保

罰則の強化・対象拡大

作業記録の作成・保存



規制対象建材を拡大

石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿
が飛散した事例がみられたことから、すべて
の石綿含有建材に規制対象※１を拡大します。

石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作
業基準を設けます。

※１ 新たに規制対象となる石綿含有形成板
等、石綿含有仕上塗材に係る工事については
作業実施の届出の対象から除外。

〈石綿含有建材の種類〉

吹付け石綿（レベル１）
石綿含有断熱材、保温材、
耐火被覆材（レベル２）

その他の石綿含有建材（成形板等）（レベル３）



事前調査の信頼性の確保

事前調査の方法を法定化します。
（事前調査、目視調査及び分析調査）

「必要な知識を有する者※２」による事前調査の実施を義務付けます。
（施行：令和５年１０月～）

一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請
業者等※３が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。
（施行：令和４年４月～）

事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存※４することを義務付けます。

※２ 建築物石綿含有建材調査者又は有資格者等
※３ 元請事業者または自主施工者
※４ 解体等工事終了後３年間保存



罰則の強化・対象拡大

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等
作業を行った場合は直接罰が適用され
ます。

下請負人にも作業基準遵守義務が適用
されます。

都道府県等による立入検査の対象を拡
大します。

隔離措置の様子

吹付け石綿の除去作業の様子



作業記録の作成・保存

「必要な知識を有する者※５」による取り残
しの有無等の確認を義務付けます。

作業記録の作成・保存※６を義務付けます。

作業結果の発注者への報告を義務付けます。

※５ 石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者又は有資格者等
の事前調査の必要な知見を有する者

※６ 解体等工事終了後３年間保存



御質問等 御回答

高齢者や障がい者、単身者などに対する対応に
ついては、配慮が必要である。
検査実施や、陽性又は濃厚接触者になった場
合、入院や宿泊療養、自宅療養の対応につい
て、どのようにされているのか。

おひとりおひとりの状況について確認させてい
ただき、その方にとって最良の対応方法を考え
ていくことになります。

新型コロナワクチン接種の進捗状況と今後の予
定について確認したい。

資料を御参照ください。

コロナ感染またはワクチン接種により、精神的
ストレスや認知症につながる可能性があると聞
いた。接種しても暫くは安心できず、マスクを
外せない？身を守るために免疫力を高めるとよ
いとか。かかりにくくするための効果について
知りたい。
また、自然免疫や獲得免疫とはどのような意味
なのか。マスクで熱中症になりやすいというの
は本当か。

新型コロナウイルス感染症については、未知な
る部分が多く、科学的根拠をみての判断での御
回答が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の様々な疑問等につ
いては、公的機関が出している情報をご確認い
ただきたいと思います。
日向保健所ホームページに厚生労働省のＱ＆Ａ
のリンクがございます。よろしければ御参照く
ださい。
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陽性者が判明し当所による積極的疫学調査の結
果、陽性者自身が受診している場合は、受診先
医療機関に連絡し接触状況を確認しています。
また、濃厚接触者や接触者の全員に対して、当
所からの連絡時点から検査結果が出るまでの
間、感染拡大防止のため自宅待機及び家庭内隔
離を依頼し、検査を実施しております。
さらに、濃厚接触者の場合は検査結果が陰性で
あっても陽性者との最終接触から２週間は自宅
待機及び家庭内隔離を引き続きお願いしている
ところです。
なお、検査対象者全員に、御自身から職場等へ
の連絡と保健所からの指導事項を伝えるようお
願いしております。
医療機関におかれましては、職員やその家族等
も含め濃厚接触者や接触者となった旨の報告が
あった場合には、各所属で事前に取り決めてお
られる内容での御対応をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染者については
接触者の範囲に医療従事者ないしその家族が含
まれることもあり、医療機関には早めの情報を
いただければと思います。
濃厚接触者とならなくても症状の経緯を観察す
るため、4日間は自宅待機としています。ま
た、再勤務にあたっては無症状であってもＰＣ
Ｒ検査を施行して万一の院内感染を予防できる
よう努力しています。
今後感染力の強いデルタ型が7月中旬には半数
以上になるとの予想もされており、早めの対応
が重要になってくるものと思われます。


